Information

～つどいの広場～

「ベビーマッサージ」

今回のベビマは、冬バージョン！！赤ちゃんだけ
参加費

でなくママの血行を良くするマッサージも教えて

【と き】1 月 23 日（水）10 時～12 時
無料
もらえるようです！ぜひご参加ください。
【ところ】えるる１階 つどいの広場
予約制です。ご予約は、お電話またはつどいの広
場にて受付けます。お早目にお申し込み下さい。
【対 象】３ヶ月～７ヶ月までの子どもと保護者
ご予約は
【講 師】助産師 横山 和子さん
【 申込み・問合せ ☎ ５２-５６５６ 】

子育ての応援してみませんか
新年あけましておめでとうございます。年頭にあたり謹んでご挨拶申し上げます。
平素より本会に対しまして、温かいご理解とご協力をいただき、心より感謝いたします。
今年は、猪のように 突破口に向かって 猛々しく突き進み 進化し続ける一年にしたいと思っています。
これまで以上に気持ちを引き締めて、様々な福祉課題に取り組んでいきます。
本年も変わらぬご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
2019 年が、皆様にとって素晴らしい年となりますように、心よりお祈りいたします。
大牟田市社会福祉協議会 会長 川滿 佳代子

総 務 担 当

受講者
募集中

「つどいの広場子育てサポーター」
「ファミリー・サポート・センター協力会員」合同養成講座

「つどいの広場子育てサポーター」
・「ファミリー・サポート・センター協力会員」養成講座を合同で開催
します。『やれる時に、やれるだけ』無理をせずに、子育て中の保護者の応援をしてみませんか？

【と き】平成 31 年 1 月 22 日（火）～2 月 7 日（木）主に午前１０時～12 時 【全 7 回】
【ところ】えるる２階
小研修室 （新栄町６－１）
【対 象】大牟田市在住で、子どもが好き、ボランティア活動に興味がある方
【定 員】２０名程度 （託児あり 事前にお申し込みください）
【受講料】無 料
【申込締切】平成３１年１月１５日（火）
【申込み・問合せ】つどいの広場 ☎５２－５６５６ または
ファミリー サポート センター ☎５５－３６６０
（大牟田市新栄町６－１ えるる１階） ※日、月曜日、祝日は休み

福祉サービス担当

総合生活支援担当

「空き家所有者向け無料相談会」を開催します
空き家の活用や将来の管理についてお悩みの声に、福祉・不動産・建築・法律の専門家がお応え
します。空き家を提供していただける所有者のみなさんからのご相談をお待ちしています。

幸せいっぱいの
一年になりますように・・・

【と き】平成３１年２月３日（日）１０時～１２時 （相談受付 11 時 30 分まで）
【ところ】大牟田市総合福祉センター 2 階 大会議室
※所有する空き家の納税通知書があればご持参ください。
【 問合せ 地域福祉担当 ☎ ５７-２５２７ 】

地域福祉担当

1 月の予定

常務・会長・局長

成年後見センター

おもちゃの図書館くるりん
1 月２０日（日）
10：00～12：00
総合福祉センター1F 多目的ルーム
57-2527

法務相談（要予約）
1 月１６日（水）
13：30～15：30
総合福祉センター2F 相談室
57-2531

2019 年
白川学童保育所

三池学童保育所

【編集後記】
早いもので一年があっという間に過ぎていきました。思えば昨年はとにかく忙しい一年で、余裕が持てなかった･･･
と反省しています。たくさんの方に支えていただきありがとうございました。今年は、もっと気持ちに余裕を
もって穏やかに毎日を大切にしながら、そして素敵な出会いに感謝しながら、頑張っていきたいと思います。

（つどいの広場 山崎）
つどいの広場

ファミリー・サポート・センター

くぬぎ保育所

高取学童保育所

大牟田中央学童クラブ

冬のイベント みんなで楽しみました！

ご案内

第 10 回 大牟田市地域福祉大会

～クリスマス会・もちつき～

～地域支え合い“絆”セミナー～
12 月 15 日に、くぬぎ保育所でクリスマス会を行いました。３，４，５才児クラス

大牟田市地域福祉大会は、市民一人ひとりが、自分の住む地域に積極的に関わり、地域住民の「支えあいの
“絆”」の創造に寄与することを目的に開催しています。

今年のテーマは・・・「成年後見制度を通して考える終活～素敵な人生の過ごし方～」

き】

【ところ】
第１部

大牟田文化会館

9 時 35 分

10 時 45 分

成年後見フォーラム

★功労者表彰式典★
地域福祉の向上に貢献され、

座長：弁護士 中尾哲郎さん

他の模範となる個人又は団

★基調講演★

体に対する表彰状の授与を

「元気なうちに考える

行います。これまでの表彰対
象者に加え、地道な社会奉仕
活動やユニークな地域福祉
活動を展開している個人・団
体等に対して特別表彰を行
います。

『死後』のこと」
【講師】一般社団法人シニア生活文化研究所
所長 小谷 みどりさん
【プロフィール】
元第一生命経済研究所主席研究員。
博士（人間科学）。大阪府出身。

第３部

る歌や大好きな手遊びを披露しました。いつもと違う雰囲気に驚きを隠

子どもたちにとって、とても素敵な一日となりました。

12 時 00 分

★寸劇★
「どうしよう？

12 月 22 日に高取校区、12 月 23 日に中友校区にて餅つき大会が行われました。

もちつき
中 友 校 区
高 取 校 区
ファミサポ

当日は、学校の先生や地域の方々が大勢集まり、掛け声や笑い声などが響きわたる賑
やかな餅つきでした。不慣れながら力いっぱい餅をつく子どもたちと熟練の技で餅をつ
く大人たち、お互いに楽しそうな笑顔でいっぱい！事前準備や当日の運営にご尽力され
た皆さま、本当にお疲れさまでした。

預金がおろせない！！」
～こんな時どうする？おもしろドタバタ劇～

＜12 時 15 分＞

成年後見制度概要説明
【講師】
社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会
大牟田市成年後見センター長
竹本 安伸

高取校区

餅つき

中友校区

餅つき

専門は生活設計論、死生学、葬送問
題。最新著は『没イチ』（新潮社）、他

8 時 30 分～13 時 00 分
★募金百貨店・
販売コーナー★
ホワイエにて、障がい者の手
作り作品（クッキー・アクセ
サリー・さをり織・ポーチ
等）を販売します。

に『変わるお葬式、消えるお墓＜新版＞』
（岩波書店）等。
東京大学大学院医学

閉会後、成年後見制度に関する相
談会（相続・遺言など）を行いま
す。（先着 10 名）
【申込み】☎５７－２５３５

武蔵野大学客員教授、
立教セカンドステージ大
学兼任講師、奈良女子
大学兼任講師も務める。

おおむたファミリー・サポート・センター
12 月 8 日 に総合福祉センター駐車場で開催。今年で 5 回目を迎えるこの餅つきは、毎回５０人前後の参加
者があり、お正月に向けての行事として定着してきました。今年は、大
人 25 人、子ども 16 人の参加があり、普段顔を合わせることの出来な

系研究科客員研究員、

当日は、点字によるパンフレ
ット・プログラムあります。
託児のための保育士、会場で
の移動支援のための介護士
等も待機しています。

【問合せ】５７－２５１９

お知らせ

スごとにステージへ立ち、日頃から練習してい

のうた 9 曲を堂々と歌いました。最後には、サンタさんの登場もあり、

（開会）9 時 20 分

小ホール

第２部

拶で会場を湧かせてくれました。その後、クラ

は、自分で編んだ指編み糸であやとりを披露したり、クリスマスのお話

平成 31 年 2 月 10 日（日）9 時 20 分～12 時 30 分
（開場）8 時 30 分

の子どもたちがオープニングで歌を披露し、「クリスマス会へようこそ！」の元気な挨

せない子どもたちが、可愛らしい一面を見せてくれました。また年長児

「終活」や「成年後見制度」について一緒に考えてみませんか？
【と

クリスマス会
くぬぎ保育所

アクティブシニアの終活フェア in おおむた

終活は「人生の終わりに考える活動」を指します。人生の終焉を考えることを通じて
自分を見つめ、今をよりよく、自分らしく生きる活動を始めませんか？
“自分らしい人生”を送るために、
「終活」について学びましょう。

【と
【場
【講

き】平成 31 年 2 月 9 日（土）13:30～17:00
定員 100 名
所】イオンモール大牟田 ２階 イオンホール
参加無料！予約不要
演】
「終活の始め方」
エンディング・コンサルタント
(社)日本エンディングサポート協会 理事長 佐々木 悦子さん
【相談会】13:30～14:30、16:00～17:00 ※予約不要
終活の様々な問題に専門家が無料相談会を開きます。

【 問合せ 終活ケアプラザありあけ
セミナー事務局（永江・福由）
☎ ２２-４２８８ 】
【問合せ】終活ケアプラザありあけ
セミナー事務局（永江・福由）
☎２２－４２８８

い会員や家族が交流を深めました。サブリーダーを中心にファミサポの
協力会員や利用会員、家族が力を合わせて餅をついたり丸めたり、利用
会員のパパ達が威勢よく餅つきをする様子に、周りから大きな拍手がお
こりました。また、自分で丸めたお餅を食べながら「幸せの味がする」
とつぶやいている子どももいました。とても楽しい雰囲気の交流会でし
た。

報

告

キャロットサービス協力会員交流会を開催しました

日頃はなかなか顔を合わせる機会がない協力会員同士が、活動上の不安や悩みを共有し、親睦・連携を
深めることを目的として、12 月 7 日に会員交流会を開催しました。今回は、大牟田市中央地区地域包括
支援センター木村薫さんより「高齢者との接し方」をテーマとして、
“高齢者・認知症・介護保険”につい
てお話しいただきました。その後、日頃の活動を通して困っていること、不安に思っていること等をグル
ープに分かれて話し合いました。新しい協力会員からは、“経験者の方々の
具体的事例などを聞くことができ、参考になった。”という感想もあり、今
後の活動に活かせていただけるのではないかと思いました。これからも協力
会員と共に、地域の助け合い活動を充実させていきたいと思います。
※キャロットサービスとは、日常生活で困りごとが起きた人に対して、“お互いさまの気持ち”を大切に、市民サポーター
（協力会員）が寄り添い、ちょっとしたお手伝いをする制度外の住民参加型在宅福祉サービスです。

